
月給 変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分 大型特殊自動車免許 必須

（ ）
TEL 025-768-3511 （従業員数 27人 ）

～ 就業場所: 十日町市 必須

日給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-755-2224 （従業員数 6人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給
(1)8時30分～17時30分

（ ） (2)11時00分～20時00分
TEL 025-782-1201 （従業員数 44人 ）

～ 就業場所: 津南町
厚生

月給 交替制あり
(1)5時30分～14時30分

（ ） (2)10時30分～19時30分
TEL 025-788-0521 （従業員数 9人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

（ ）
TEL 054-275-5011 （従業員数 4人 ）

～ 就業場所: 十日町市
拠出

日給
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 0258-89-8575 （従業員数 6人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-528-4848 （従業員数 33人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-594-2041 （従業員数 33人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

（ ）
TEL 025-594-2041 （従業員数 33人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時45分～17時45分

（ ） (2)10時45分～19時45分
TEL 025-371-4115 （従業員数 1,497人 ） (3)12時15分～21時15分

～ 就業場所: 十日町市
拠出

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時45分～17時45分

（ ） (2)10時45分～19時45分
TEL 025-371-4115 （従業員数 1,497人 ） (3)12時15分～21時15分

～ 就業場所: 津南町
拠出

時給
(1)17時00分～2時00分

（ ）
TEL 025-752-3146 （従業員数 31人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-596-2295 （従業員数 9人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ） (2)7時00分～16時00分
TEL 025-752-3146 （従業員数 31人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給 変形（1年単位）
(1)8時00分～18時00分 大型特殊自動車免許 あれば尚可

（ ） (2)8時00分～17時00分
TEL 025-752-3782 （従業員数 33人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 交替制あり
(1)7時30分～16時30分

（ ）
TEL 025-763-2555 （従業員数 5人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 交替制あり
(1)8時00分～17時15分

（ ） (2)8時30分～17時45分
TEL 025-596-2619 （従業員数 17人 ） (3)11時00分～20時15分

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)6時00分～15時00分

（ ） (2)6時30分～15時30分
TEL 025-757-1171 （従業員数 22人 ）

～ 就業場所: 十日町市
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卸売販売及び配達 45歳以下 株式会社　十印十日

町水産
十日町市高山三丁目７４５ 雇用・労災・健

康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

キャリア形成 155,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  499201正社員

看護師・保健師・臨床検査技
師

不問 社会福祉法人　清津
福祉会

十日町市田中ロ４７５番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問 180,425円～
250,729円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  497701 又は7時00分～18時00
分の間の8時間程度

看護師、保健師、臨床検査技師の
いずれかの資格正社員 十日町市田中ロ４６８番地１

受付・接客スタッフ 18歳～59歳 ナステビュウ湯の山
（株式会社ナステビッ
ク）

十日町市松之山湯山１２５２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

定年を上限 155,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  498801正社員

タクシー運転手（日中勤務） 59歳以下 十日町交通　株式会
社

十日町市本町２丁目２２０番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 156,240円～
156,240円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  494901正社員
農作業 不問 有限会社　花水農産 十日町市中条乙６６７番地 雇用・労災・健

康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 151,200円～
216,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  496401正社員

タクシー運転手（夜間勤務） 18歳～59歳 十日町交通　株式会
社

十日町市本町２丁目２２０番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 189,874円～
196,084円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  492301正社員
土木作業員及び重機オペ
レーター

18歳～59歳 有限会社　ミサ力 十日町市松之山天水越９５２番地 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 160,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

4人 15080-  493601正社員

販売・店舗運営職（リージョ
ナル社員）

35歳以下 株式会社　コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

キャリア形成 177,000円～
229,000円

雇用期間の定めなし

1人 15070- 3662101
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

正社員 十日町市寅乙４４６番

販売・店舗運営職（リージョ
ナル社員）

35歳以下 株式会社　コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

キャリア形成 177,000円～
229,000円

雇用期間の定めなし

1人 15070- 3676001
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

正社員 津南町大字下船渡１１３９

きのこ生産作業員（天水なめ
こ工場）

59歳以下 ゆきぐに森林組合 上越市大島区棚岡１５６９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

定年を上限 133,900円～
133,900円

雇用期間の定めなし

3人 15030- 2034501正社員 十日町市松之山天水越７５８－１　天水なめこ工場

きのこ生産作業員（松之山な
めこ工場）

59歳以下 ゆきぐに森林組合 上越市大島区棚岡１５６９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

定年を上限 133,900円～
164,800円

雇用期間の定めなし

3人 15030- 2035001正社員 十日町市松之山小谷６８－２　松之山なめこ工場

メンテナンス作業 44歳以下 株式会社　風間工業 小千谷市桜町３２３７ 雇用・労災・健
康・厚生

キャリア形成 171,600円～
209,000円

雇用期間の定めなし

2人 15022-  359101正社員
支店長（十日町支店） 不問 株式会社　竹田工務

店
上越市四辻町２３４６番地　（株）竹田工務
店　上越本店

雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

不問 250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

1人 15030- 2015701正社員 十日町市高田町６丁目７３４番地

（請）施設調理スタッフ（十日
町市高原田）

59歳以下 株式会社　津山商店 南魚沼市浦佐５５８２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

定年を上限 145,000円～
159,000円

雇用期間の定めなし

1人 15120- 1120701正社員 十日町市高原田２７８－１

店舗スタッフ（正社員）／十
日町市

59歳以下 株式会社　メガネトップ
（眼鏡市場・アルク・レン
ズスタイル・レンズダイレ
クト）

静岡県静岡市葵区伝馬町８－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

定年を上限 201,650円～
237,650円

雇用期間の定めなし

1人 22010- 5680501正社員 十日町市高山７１１

雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 173,600円～
260,400円

雇用期間の定めなし

3人 15080-  515301正社員
金融業務【正職員】 35歳以下 塩沢信用組合 南魚沼市塩沢１２２１－４ 雇用・労災・健

康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

キャリア形成 170,000円～
182,000円

雇用期間の定めなし

6人 15120- 1109301正社員 本部、本店、石打支店、五日町支店、津南店、小出郷支店

雇用期間の定めなし

2人 15080-  514001正社員

加入保険等 必要な免許資格

土木作業員 18歳～64歳 株式会社　吉楽土建 十日町市上新井１１０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 250,000円～
280,000円

職　　　　種
雇用形態・雇用期間

年齢・指針
・求人数 賃　　　金 求　人　者　名 所在地・就業場所 就　業　時　間

土木作業員 不問 有限会社　緑陽 十日町市下条４丁目２２４－２８

【 3月6日(金) 号 】
≪次回の発行は3/13(金)です.≫

車両系建設機械（整地・運
搬・積込用及び掘削用）運
転技能者

2月27日(木)～3月4日(水)受理分 

  Tel 025-757-2407  Fax 025-752-6402 

    ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

    ◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

    ◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

    ◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに取消となっている場合があります。ご了承ください。 

    ◎ 「ハローワークインターネットサービス」でも求人をご覧いただけます。 https://www.hellowork.go.jp 

フルタイム（正社員） 
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加入保険等 必要な免許資格
職　　　　種

雇用形態・雇用期間
年齢・指針
・求人数 賃　　　金 求　人　者　名 所在地・就業場所 就　業　時　間

月給 変形（1年単位）
(1)7時45分～17時00分

（ ）
TEL 025-763-2541 （従業員数 19人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)7時45分～17時00分 ２級土木施工管理技士 必須

（ ）
TEL 025-763-2541 （従業員数 19人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給
(1)8時30分～17時30分

（ ）
TEL 025-761-7731 （従業員数 29人 ）

～ 就業場所: 十日町市
拠出

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ） (2)17時00分～2時00分
TEL 025-752-3146 （従業員数 31人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-750-7390 （従業員数 3人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)7時45分～17時30分

（ ）
TEL 025-757-1525 （従業員数 45人 ）

～ 就業場所: 十日町市
拠出

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 第一種電気工事士 あれば尚可

（ ） 第二種電気工事士 あれば尚可

TEL 025-757-3597 （従業員数 13人 ）
～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

（ ） (2)8時00分～17時00分
TEL 025-757-9191 （従業員数 44人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

（ ） (2)8時00分～17時00分
TEL 025-757-9191 （従業員数 44人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

（ ） (2)8時00分～17時00分
TEL 025-757-9191 （従業員数 44人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

（ ） (2)8時00分～17時00分
TEL 025-757-9191 （従業員数 44人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

（ ） (2)8時00分～17時00分
TEL 025-757-9191 （従業員数 44人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

（ ） (2)8時00分～17時00分
TEL 025-757-9191 （従業員数 44人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)10時00分～19時00分

（ ） (2)11時00分～20時00分
TEL 076-461-5610 （従業員数 4人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給
(1)9時15分～17時00分

（ ）
TEL 0257-21-0644 （従業員数 10人 ）

～ 就業場所: 十日町市
拠出

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ） (2)17時00分～2時00分
TEL 025-757-3360 （従業員数 25人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)7時30分～17時30分

（ ）
TEL 025-757-5003 （従業員数 6人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給 変形（1年単位）
(1)7時45分～17時15分

（ ）
TEL 025-597-2206 （従業員数 18人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給 変形（1年単位）
(1)7時45分～17時15分 大型特殊自動車免許 必須

（ ）
TEL 025-597-2206 （従業員数 18人 ）

～ 就業場所: 十日町市 必須

日給 変形（1年単位）
(1)7時45分～17時15分

（ ）
TEL 025-597-2206 （従業員数 18人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給 変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

（ ）
TEL 025-758-2155 （従業員数 19人 ）

～ 就業場所: 十日町市

面
 
接
 
に
 
は
 
ハ
 
ロ
 
ー
 
ワ
 
ー
 
ク
 
が
 
発
 
行
 
す
 
る
 

「
紹
 
介
 
状

」
　
が
 
必
 
要
 
で
 
す

。

土木技術者（見習可）【急募】 18歳～64歳 株式会社　高澤組 十日町市太平６２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

定年を上限 239,800円～
305,200円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  478901
１級土木施工管理技士、２級土木
施工管理技士のいずれか正社員

土木作業員 64歳以下 株式会社　昭和建設 十日町市馬場乙１５１６－７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 174,400円～
239,800円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  479101正社員

土木作業員【急募】 18歳～64歳 株式会社　高澤組 十日町市太平６２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 196,200円～
283,400円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  476301正社員
重機運転手（見習可）【急募】 18歳～64歳 株式会社　高澤組 十日町市太平６２－１ 雇用・労災・健

康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 218,000円～
283,400円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  477601正社員

タクシー乗務員【急募】 18歳～59歳 明石交通　株式会社 十日町市昭和町３丁目２２－４ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 201,246円～
209,892円

雇用期間の定めなし

3人 15080-  473201正社員
給排水設備工事 59歳以下 有限会社　樋口水道 十日町市上川町６９６－１ 雇用・労災・健

康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 206,000円～
304,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  474501正社員

販売（Ｐａｒａｄｅ十日町） 59歳以下 株式会社　ワシントン
靴店

富山県富山市婦中町青島４０１ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 164,860円～
198,750円

雇用期間の定めなし

1人 16010- 5161801
普通自動車免許（通勤用）

正社員 十日町市山本町５丁目８３６番地
商工会議所共済・福祉制度推進
スタッフ【十日町分室】

64歳以下 アクサ生命保険株式
会社　柏崎営業所

柏崎市東本町１－２－１６モーリエ２　５Ｆ 雇用・労災・健
康・厚生

定年を上限 180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

1人 15050-  879101正社員 十日町市駅通り１７　エコマール十日町１Ｆ

配管工 35歳以下 株式会社　美佐伝 十日町市四日町新田２２２－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

キャリア形成 168,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  512201正社員
管工事施工管理（未経験者） 35歳以下 株式会社　美佐伝 十日町市四日町新田２２２－５ 雇用・労災・健

康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

キャリア形成 168,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  513501正社員

金属施工管理 35歳以下 株式会社　美佐伝 十日町市四日町新田２２２－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

キャリア形成 168,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  510701正社員
リフォーム及びメンテナンス 35歳以下 株式会社　美佐伝 十日町市四日町新田２２２－５ 雇用・労災・健

康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

キャリア形成 168,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  511801正社員

管工事施工管理（上下水道） 45歳以下 株式会社　美佐伝 十日町市四日町新田２２２－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

キャリア形成 168,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  508601正社員
管工事施工管理（経験者） 59歳以下 株式会社　美佐伝 十日町市四日町新田２２２－５ 雇用・労災・健

康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 175,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  509901正社員

電気工事士 44歳以下 株式会社　村尾電気 十日町市本町６の１丁目２５１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

キャリア形成 168,800円～
220,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  505501正社員
電気工事士 45歳以下 十日町電設工業　株

式会社
十日町市明石町２２－２ 雇用・労災・健

康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

キャリア形成 164,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  507301正社員

タクシー運転手 18歳～59歳 十日町交通　株式会
社

十日町市本町２丁目２２０番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 203,249円～
209,949円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  503801正社員
現場作業員 不問 株式会社　アキ・ユニ

バーサル・デザイン・
オフィス

十日町市本町１丁目上４１４番地 雇用・労災・健
康・厚生

不問 163,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

5人 15080-  504201正社員

土木施工管理者 64歳以下 株式会社　三高土木 十日町市田沢本村甲２８０－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  501401正社員
精密金属部品加工のＮＣオ
ペレーター

45歳以下 株式会社　スタックス
十日町事業所

十日町市丁６０（田麦） 雇用・労災・健
康・厚生

キャリア形成 150,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  502701正社員

土木作業員 18歳～45歳 株式会社　三高土木 十日町市田沢本村甲２８０－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

法令の規定により年
齢制限がある 230,000円～

300,000円
雇用期間の定めなし

1人 15080-  500101正社員

車両系建設機械（整地・運
搬・積込用及び掘削用）運
転技能者
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加入保険等 必要な免許資格
職　　　　種

雇用形態・雇用期間
年齢・指針
・求人数 賃　　　金 求　人　者　名 所在地・就業場所 就　業　時　間

日給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

（ ）
TEL 025-752-2297 （従業員数 3人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分

（ ） (2)8時30分～17時30分
TEL 025-596-3015 （従業員数 89人 ） (3)10時00分～19時00分

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)23時00分～8時00分

（ ） (2)11時00分～20時00分
TEL 025-768-3551 （従業員数 8人 ） (3)16時00分～1時00分

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

（ ） (2)17時00分～9時00分
TEL 025-596-3015 （従業員数 89人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-757-8542 （従業員数 31人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)5時30分～14時30分

（ ） (2)12時00分～20時00分
TEL 025-768-3551 （従業員数 8人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)11時00分～20時00分

（ ） (2)16時00分～1時00分
TEL 025-768-3551 （従業員数 8人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 交替制あり
(1)8時45分～18時15分

（ ） (2)9時30分～19時00分
TEL 025-770-2026 （従業員数 19人 ） (3)10時00分～19時30分

～ 就業場所: 十日町市

その他 変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～19時30分 理容師 必須

（ ）
TEL 072-685-0767 （従業員数 3人 ）

～ 就業場所: 十日町市

その他 変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～19時30分 理容師 必須

（ ）
TEL 072-685-0767 （従業員数 3人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分

（ ） (2)9時00分～17時45分
TEL 025-285-0110 （従業員数 4,700人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分

（ ） (2)9時00分～17時45分
TEL 025-285-0110 （従業員数 4,700人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時45分～17時45分

（ ）
TEL 025-750-1040 （従業員数 18人 ）

～ 就業場所: 十日町市
拠出

月給 変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分 大型特殊自動車免許 あれば尚可

（ ） 中型自動車免許 あれば尚可

TEL 025-768-3683 （従業員数 16人 ）
～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分 中型自動車免許 あれば尚可

（ ）
TEL 025-752-5600 （従業員数 8人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

（ ） (2)8時00分～17時00分
TEL 025-761-7162 （従業員数 2人 ）

～ 就業場所: 十日町市

月給
(1)9時00分～17時30分

（ ）
TEL 0258-35-7223 （従業員数 10人 ）

～ 就業場所: 十日町市
給付

日給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 臨床検査技師 必須

（ ） (2)8時30分～17時00分
TEL 025-267-1200 （従業員数 25人 ）

～ R3.5.31 就業場所: 十日町市

日給 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分 看護師 必須

（ ） (2)8時00分～17時00分
TEL 025-267-1200 （従業員数 24人 ）

～ R3.5.20 就業場所: 十日町市
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15020- 2343001正社員 十日町市中条６５３－１

サービスエンジニア（自動車整備
士）十日町地域店舗

40歳以下 トヨタカローラ北越
株式会社

長岡市要町３－２－３４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

キャリア形成 172,600円～
243,000円

雇用期間の定めなし

1人

配管工（見習可） 45歳以下 新栄工業　株式会社 十日町市中条丙９８２－８ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

キャリア形成 200,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  461101正社員
型枠大工 不問 上杉工務店 十日町市大黒沢１７９４－１０ 雇用・労災

不問 192,000円～
312,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  463701正社員

きものメンテナンス営業 59歳以下 株式会社　いつ和 十日町市明石町６番地２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  469601正社員 十日町市中屋敷４６４
農業生産に係る作業及び栽培管
理、農場運営に係る業務

18歳～64歳 株式会社　千手 十日町市中屋敷５８１番地 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 190,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  471701正社員

警察官Ｂ（大学卒業者以外） 33歳以下 新潟県警察本部 新潟市中央区新光町４－１ 公災・健康・厚
生・財形

キャリア形成 184,425円～
184,425円

雇用期間の定めなし

3人 15010- 7042501正社員
警察官Ａ（大学卒業者） 35歳以下 新潟県警察本部 新潟市中央区新光町４－１ 公災・健康・厚

生・財形
キャリア形成 224,518円～

224,518円
雇用期間の定めなし

12人 15010- 7050501正社員

理容師（店長候補：十日町
店）【４０５０－１】

不問 株式会社　カットツイ
ン

大阪府高槻市芥川町１丁目７－２６　カワ
ノビル５階

雇用・労災・健
康・厚生

不問 300,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし

1人 27150- 3807901正社員 十日町市丑７４９－２　妻有ショッピングセンター

理容師（中習・顔剃り：十日
町店）【４０５０－２】

不問 株式会社　カットツイ
ン

大阪府高槻市芥川町１丁目７－２６　カワ
ノビル５階

雇用・労災・健
康・厚生

不問 250,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

1人 27150- 3808101正社員 十日町市丑７４９－２　妻有ショッピングセンター

販売員：遅番（正社員） 18歳～69歳 セブン・イレブン　川西
町千手店

十日町市中屋敷２１６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 178,000円～
178,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  489701 又は11時00分～1時00
分の間の8時間程度正社員

店頭及びカウンターでの接客業務
（ドコモショップ十日町店）

59歳以下 株式会社　テレコムベ
イシス

南魚沼市余川２９１１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 160,000円～
218,500円

雇用期間の定めなし

3人 15120- 1016701正社員 十日町市下平寅乙３７６－８

土木施工管理 18歳～64歳 株式会社　村山興業 十日町市北新田１３２ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 250,000円～
380,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  487101正社員
販売員：早番（正社員） 69歳以下 セブン・イレブン　川西

町千手店
十日町市中屋敷２１６－１ 雇用・労災・健

康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 170,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  488401 又は6時00分～20時00
分の間の8時間程度正社員

販売員（正社員） 18歳～69歳 セブン・イレブン　川西
町千手店

十日町市中屋敷２１６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 205,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  484301正社員
看護職員 18歳～64歳 社会福祉法人　松涛会

介護老人保健施設　希望
の里　松涛園

十日町市浦田２９５５－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　あれば尚可

定年を上限 192,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  485601
看護師、准看護師のいずれか

正社員

土木作業員 不問 湯沢コンクリート 十日町市子２３１番地（七軒町） 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

不問 199,520円～
232,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  480801正社員
介護職員 18歳～64歳 社会福祉法人　松涛会

介護老人保健施設　希望
の里　松涛園

十日町市浦田２９５５－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

2人 15080-  483001正社員

1人 15010- 8133801正社員以外 十日町市春日町２丁目１１３

看護師（十日町市） 不問 一般社団法人　新潟
県労働衛生医学協会

新潟市中央区川岸町１丁目３９－５ 雇用・労災・健
康・厚生

不問 242,000円～
264,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15010- 7644101正社員以外 十日町市春日１１３

職　　　　種
雇用形態・雇用期間

年齢・指針
・求人数 賃　　　金 求　人　者　名 所在地・就業場所 就　業　時　間 加入保険等 必要な免許資格

臨床検査技師（十日町市／
契約職員）

不問 一般社団法人　新潟
県労働衛生医学協会

新潟市中央区川岸町１丁目３９－５ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　あれば尚可

不問 180,400円～
180,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

フルタイム（正社員以外） 
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加入保険等 必要な免許資格
職　　　　種

雇用形態・雇用期間
年齢・指針
・求人数 賃　　　金 求　人　者　名 所在地・就業場所 就　業　時　間

時給
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-758-2100 （従業員数 42人 ）

R2.4.1 ～ R2.11.23 就業場所: 十日町市

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

（ ） (2)17時30分～8時30分
TEL 025-274-1965 （従業員数 28人 ） (3)8時30分～8時29分

～ R2.9.30 就業場所: 十日町市

月給
(1)7時30分～17時00分 大型特殊自動車免許 あれば尚可

（ ）
TEL 025-766-2623 （従業員数 8人 ）

～ 就業場所: 津南町

月給
(1)7時30分～17時00分 大型特殊自動車免許 あれば尚可

（ ）
TEL 025-766-2623 （従業員数 8人 ）

R2.4.1 ～ R2.11.30 就業場所: 津南町

月給 交替制あり
(1)12時00分～21時00分

（ ） (2)15時00分～0時00分
TEL 025-752-6639 （従業員数 3人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給
(1)8時00分～17時00分

（ ）
TEL 025-761-0003 （従業員数 4人 ）

～ 就業場所: 十日町市
厚生

日給 変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

（ ）
TEL 025-768-3683 （従業員数 16人 ）

R2.4.1 ～ R2.6.10 就業場所: 十日町市

日給 交替制あり
(1)6時00分～14時30分 大型自動車免許 必須

（ ） (2)9時00分～17時30分 大型自動車第二種免許 あれば尚可

TEL 025-773-2573 （従業員数 38人 ） (3)12時00分～20時30分
～ 就業場所: 十日町市

日給 交替制あり
(1)5時00分～13時30分

（ ） (2)9時00分～17時30分
TEL 025-773-2573 （従業員数 38人 ） (3)12時00分～20時30分

～ 就業場所: 津南町

時給 交替制あり
(1)7時00分～11時00分

（ ） (2)9時00分～13時00分
TEL 025-284-6291 （従業員数 8人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給
(1)9時00分～15時00分

（ ）
TEL 025-367-0175 （従業員数 925人 ）

～ R2.9.30 就業場所: 十日町市

時給
(1)8時30分～15時00分

（ ）
TEL 025-274-2171 （従業員数 3人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給 交替制あり
(1)8時00分～9時30分

（ ） (2)15時45分～17時45分
TEL 025-761-7400 （従業員数 101人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)0時00分～5時00分

（ ）
TEL 025-761-7400 （従業員数 101人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給 交替制あり
(1)13時00分～22時00分 介護福祉士 必須

（ ） (2)16時00分～22時00分
TEL 025-761-7400 （従業員数 101人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)19時00分～1時00分

（ ） (2)20時00分～2時00分
TEL 025-752-3146 （従業員数 31人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給

（ ）
TEL 025-752-0910 （従業員数 19人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)14時30分～19時30分

（ ）
TEL 025-788-0521 （従業員数 9人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給 交替制あり
(1)9時00分～14時30分

（ ） (2)14時30分～19時30分
TEL 0258-27-5422 （従業員数 2人 ） (3)14時00分～19時00分

～ 就業場所: 十日町市
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マスター室スタッフ 不問 株式会社　十日町カ
ントリークラブ

十日町市伊達甲１０２１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

不問 153,000円～
198,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  517901 又は7時00分～17時30
分の間の8時間程度正社員以外 十日町市伊達反り掛２６５２－１　十日町カントリークラブ

農作業員 不問 有限会社　コン卜ラク
ター津南

津南町大字上郷子種新田３３５０番地 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 220,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

1人 15080-  520201正社員以外

機動警備員（十日町市） 18歳以上 新潟綜合警備保障
株式会社

新潟市東区小金町１丁目１７－２０ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

法令の規定により年
齢制限がある 199,000円～

199,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15010- 7426601正社員以外 十日町市駅通り１７

販売員（ブックワンダー十日
町店）

18歳以上 株式会社　ブックス平
沢

十日町市上島丑７９２ 雇用・労災・健
康・厚生

法令の規定により年
齢制限がある 165,000円～

165,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  481201正社員以外 十日町市高山７９２－１　ブックワンダー十日町店

農作業員 不問 有限会社　コン卜ラク
ター津南

津南町大字上郷子種新田３３５０番地 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問 220,000円～
280,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  490501正社員以外

農作業（季節） 不問 株式会社　千手 十日町市中屋敷５８１番地 労災 普通自動車運転免許　　必須

不問 183,200円～
206,100円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

4人 15080-  472801正社員以外

土木作業員 18歳以上 株式会社　レックス
上越支店　十日町営
業所

十日町市三領２３３番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

法令の規定により年
齢制限がある 183,600円～

244,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15080-  467001正社員以外

事務職 59歳以下 南越後観光バス　株
式会社

南魚沼市美佐島字野田道１６０３番地 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

定年を上限 162,000円～
191,250円

雇用期間の定めなし

2人 15120- 1005101正社員以外 六日町本社、湯沢車庫、小出営業所、津南営業所

バス運転士 不問 南越後観光バス　株
式会社

南魚沼市美佐島字野田道１６０３番地 雇用・労災・健
康・厚生

不問 157,500円～
202,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15120- 1003601 又は6時00分～20時30
分の間の8時間程度正社員以外 本社／六日町営業所、湯沢車庫、小出営業所、十日町車庫、津南営業所

職　　　　種
雇用形態・雇用期間

年齢・指針
・求人数 賃　　　金 求　人　者　名 所在地・就業場所 就　業　時　間 加入保険等 必要な免許資格

病院内売店店員（十日町市） 不問 一般財団法人　新潟
県病院同仁会

新潟市中央区新光町４番地１　病院局内 労災

不問
850円～850円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15010- 8003201 又は7時00分～20時30
分の間の4時間程度パート労働者 十日町市高田町３丁目南３２番地９

配送員〔十日町駐在所〕 不問 株式会社　新潟テエ
ス

新潟市東区上木戸１－２－１２ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
830円～830円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 15010- 7807801
普通自動車運転免許（マニュアル
車が乗れたら尚可）パート労働者 十日町市寅乙４１６－１

（障）清掃員（十日町市・魚沼
市・南魚沼市）

不問 ドラッグトップス（株式
会社　星光堂薬局）

新潟市中央区本馬越２丁目８－２１ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
830円～830円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15010- 7672201パート労働者 県内各店舗（十日町市・魚沼市・南魚沼市内の各店

介護補助員（まほろばの里
川治・入所介護）【夜勤】

18歳以上 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 雇用・労災

法令の規定により年
齢制限がある

900円～1,340円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  518101パート労働者

送迎運転手・清掃（まほろば
の里川治）

不問 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
850円～1,080円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  516601パート労働者

代行運転手 18歳以上 十日町交通　株式会
社

十日町市本町２丁目２２０番地 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

法令の規定により年
齢制限がある

830円～830円雇用期間の定めなし

1人 15080-  491001パート労働者

介護員（まほろばの里川治・
入所介護）

不問 社会福祉法人　苗場
福祉会

十日町市川治４５２５番地 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
850円～1,080円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  519401パート労働者

（請）施設調理補助スタッフ
（十日町市高原田）

59歳以下 株式会社　津山商店 南魚沼市浦佐５５８２－１ 雇用・労災

定年を上限

830円～880円雇用期間の定めなし

1人 15120- 1128101パート労働者 十日町市高原田２７８－１

えのき茸収穫・包装・選別作
業【急募】

不問 有限会社　グリーン
サービス中条

十日町市中条己２４６０－１ 雇用・労災

不問
830円～900円雇用期間の定めなし

1人 15080-  495101 又は8時30分～15時00
分の間の4時間程度パート労働者

クリーニング店舗受付【原信
シルクモール店】

不問 株式会社　渡辺ドライ 長岡市西津町３８０６－１ 雇用・労災

不問
830円～830円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15020- 2626201パート労働者 十日町市山本町５丁目８３６番地

パート 
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加入保険等 必要な免許資格
職　　　　種

雇用形態・雇用期間
年齢・指針
・求人数 賃　　　金 求　人　者　名 所在地・就業場所 就　業　時　間

時給

（ ）
TEL 025-371-4125 （従業員数 30人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)10時45分～16時15分

（ ）
TEL 03-3802-8166 （従業員数 18人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)7時00分～9時15分

（ ） (2)7時00分～9時30分
TEL 03-3802-8166 （従業員数 18人 ） (3)7時30分～9時15分

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)9時30分～15時00分

（ ） (2)9時30分～16時00分
TEL 0254-24-4344 （従業員数 18人 ） (3)9時30分～17時30分

～ R2.3.31 就業場所: 十日町市
拠出

時給
(1)10時30分～17時00分

（ ）
TEL 025-757-2407 （従業員数 18人 ）

～ R2.3.31 就業場所: 十日町市

時給 交替制あり
(1)13時30分～18時00分

（ ） (2)13時00分～18時00分
TEL 025-758-3343 （従業員数 12人 ） (3)10時00分～11時15分

～ R2.3.31 就業場所: 十日町市

時給

（ ）
TEL 025-596-3015 （従業員数 89人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給
(1)9時10分～16時00分

（ ）
TEL 025-772-2372 （従業員数 6人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市

時給
(1)9時00分～19時00分 理容師 必須

（ ） (2)9時00分～12時00分
TEL 072-685-0767 （従業員数 3人 ） (3)13時00分～19時00分

～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)8時00分～17時00分

（ ） (2)11時30分～20時00分
TEL 03-3807-8111 （従業員数 19人 ） (3)15時30分～0時30分

～ 就業場所: 十日町市

時給

（ ）
TEL 025-758-3111 （従業員数 15人 ）

～ 就業場所: 十日町市

時給

（ ）
TEL 025-758-3111 （従業員数 15人 ）

～ 就業場所: 十日町市

日給
(1)8時30分～16時45分 大型特殊自動車免許 必須

（ ） 中型自動車免許 必須

TEL 025-766-2638 （従業員数 13人 ）
R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 津南町

厚生
時給

(1)10時00分～16時00分
（ ）

TEL 025-752-7884 （従業員数 5人 ）
～ 就業場所: 十日町市

時給
(1)10時00分～16時45分

（ ）
TEL 025-761-1515 （従業員数 8人 ）

R2.4.1 ～ R2.11.30 就業場所: 十日町市

時給 交替制あり
(1)15時00分～18時00分

（ ） (2)13時00分～18時00分
TEL 025-758-3343 （従業員数 12人 ） (3)10時00分～17時30分

～ R2.3.31 就業場所: 十日町市

時給 交替制あり
(1)14時45分～19時45分 大型自動車免許 必須

（ ） (2)13時00分～17時00分
TEL 025-758-3343 （従業員数 12人 ） (3)8時45分～12時00分

～ R2.3.31 就業場所: 十日町市

日給
(1)11時15分～17時00分

（ ）
TEL 025-597-2064 （従業員数 36人 ）

R2.4.1 ～ R3.3.31 就業場所: 十日町市
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販売員（ハードアンドグリーン
十日町店）準社員

不問 株式会社コメリ　新潟
ストアサポートセン
ター

新潟市南区清水４５０１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

不問
883円～883円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15070- 3977101 又は8時45分～20時15
分の間の7時間程度パート労働者 十日町市寅乙４４６番

清掃／ダイナム十日町店 不問 株式会社　日本ヒュウ
マップ

東京都荒川区西日暮里５－１５－７　ダイ
ナム綜合投資ビル５階

労災

不問
830円～930円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 13110- 4297701パート労働者 十日町市字樋越寅甲９２８番

調理・販売／ダイナム十日
町店

不問 株式会社　日本ヒュウ
マップ

東京都荒川区西日暮里５－１５－７　ダイ
ナム綜合投資ビル５階

労災

不問
850円～850円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 13110- 4254401パート労働者 十日町市字樋越寅甲９２８番

臨時職員 不問 十日町公共職業安定
所（ハローワーク十日
町）

十日町市下川原町４３ 雇用・公災・健
康・厚生

不問
885円～1,009円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

1人 15080-  475001 又は9時00分～17時00
分の間の6時間程度パート労働者

販売スタッフ・ブックオフ十日町妻
有ショッピングセンター店

不問 株式会社　ハードオフ
コーポレーション

新発田市新栄町３－１－１３ 労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
850円～1,050円雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

2人 15060- 1641901パート労働者 十日町市高田町６

看護職員 64歳以下 社会福祉法人　松涛会
介護老人保健施設　希望
の里　松涛園

十日町市浦田２９５５－１ 労災 普通自動車運転免許　　必須

定年を上限

1,300円～1,600円雇用期間の定めなし

2人 15080-  486901 又は8時30分～17時30
分の間の6時間程度

看護師、准看護師のいずれか

パート労働者

アクア教室指導員（水泳指
導）

不問 公益財団法人　体力つく
り指導協会　十日町体力
づくり支援センター

十日町市馬場丙１４９５－８ 雇用・労災・健
康・厚生

不問
1,050円～1,950円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15080-  482501パート労働者

理容師（十日町店）【４０５０
－４】

不問 株式会社　カットツイ
ン

大阪府高槻市芥川町１丁目７－２６　カワ
ノビル５階

雇用・労災・健
康・厚生

不問
964円～1,100円雇用期間の定めなし

1人 27150- 3809401 又は9時00分～19時30
分の間の6時間程度パート労働者 十日町市丑７４９－２　妻有ショッピングセンター

会計年度任用職員（専門） 不問 新潟県　南魚沼地域
振興局　県税部

南魚沼市六日町９６０ 雇用・公災・健
康・厚生

不問
991円～991円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15120-  994001パート労働者 十日町市妻有町西２丁目１

清掃、片付け 不問 株式会社　二葉家 十日町市馬場丁１４６２番地５
（土市２区）

労災

不問
830円～1,000円雇用期間の定めなし

3人 15080-  466501 又は9時00分～18時00
分の間の3時間以上パート労働者

ホール・カウンターでの接客・
ご案内／十日町市

不問 株式会社　ダイナム 東京都荒川区西日暮里２－２７－５ 労災

不問
1,080円～1,250円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

3人 13110- 4166101 又は8時00分～0時30分
の間の6時間以上パート労働者 十日町市字樋越寅甲９２８番

家畜飼養管理 不問 新潟県妙法育成牧場 津南町大字上郷宮野原７３２９ 雇用・労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

不問
1,098円～1,098円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  470401パート労働者

ホールスタッフ 不問 株式会社　二葉家 十日町市馬場丁１４６２番地５
（土市２区）

労災

不問
830円～1,000円雇用期間の定めなし

3人 15080-  468301 又は18時00分～22時00
分の間の3時間程度パート労働者

（請）調理員（お食事処　やま
ゆり）

不問 株式会社　まちづくり
川西

十日町市水口沢７６－１６ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
860円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  460901パート労働者 十日町市上野甲２９２４－２８

衣料品販売員 不問 株式会社　はるやま
チェーン　（紳士服のはる
やま十日町店）

十日町市字高島丑妻有ショッピングセン
ター内

雇用・労災

不問
840円～860円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

3人 15080-  458501 又は10時00分～20時00
分の間の5時間程度パート労働者

パート労働者

プール監視員 不問 公益財団法人　体力つく
り指導協会　十日町体力
づくり支援センター

十日町市馬場丙１４９５－８ 雇用・労災

不問
850円～850円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2人 15080-  464801パート労働者

会計年度任用職員（一般）
【図書館補助】

不問 新潟県立　松代高等
学校

十日町市松代　４００３－１ 雇用・労災

不問
1,062円～1,062円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  459001パート労働者

送迎バスの運行 不問 公益財団法人　体力つく
り指導協会　十日町体力
づくり支援センター

十日町市馬場丙１４９５－８ 雇用・労災 普通自動車運転免許　　必須

不問
900円～900円雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

1人 15080-  465201

求人説明会や就職に関するセミナー等の情報が手軽に確認できます。 

十日町・津南の企業情報等もチェックできます。 

ぜひ、ご利用ください。 新潟ワークナビ 十日町  検 索 
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～

十日町市 市民福祉部 健康づくり推進課　保健師　　　等

13:30 16:15 会場：
ハローワーク十日町　　相談室
【予約申込・お問合せ】025-757-2407

予約制となります　相談無料
相談内容の秘密は守られますので安心して
ご相談ください。。

生活や身体と心・経済面などの様々な悩みを
一人で抱えず専門家に相談してみませんか。

生活・健康相談会

3 月 10 日 ㊋ 相談担当者
十日町地域振興局 健康福祉部（十日町保健所）  精神保健福祉相談員

会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室 定員： 各時間　1名
10:30 ～ 10:50

日 ㊎

9:50 ～ 10:10
10:10 ～ 10:30

上記訓練施設担当者から個別に訓練内容の説明をさせていただきます。お気軽にご参加ください。

※完全予約制となっていますので、ご希望の方はハローワークまでお申し込みください。

3 月 17 日 ㊋

職業訓練説明会「事務基本科１期」3 月 27

職業訓練施設見学

随時受付中

職業訓練説明会「ＶＢＡプログラミング科　」

訓練場所　：　スリーエスＩＴトレーニングセンター

訓練期間
４月２２日～７月２１日

事務基本科１期　　　【公共職業訓練】
≪訓練場所：（株）エム・エスオフィス　イオン小千谷店内特別教室

小千谷市大字平沢新田字荒田３３９≫

募集期間
～４月２日

目標とする取得資格：　ＣＳ検定（ワープロ３級・表計算３級） 定員１５名

訓練期間
４月１０日～７月９日

ＶＢＡプログラミング科　　　【求職者支援訓練】
≪訓練場所：スリーエスＩＴトレーニングセンター　十日町市伊達甲９６０－１≫

募集期間
～３月１９日

目標とする取得資格：　ＩＴパスポート、日商プログラミング検定ＳＵ
ＴＡＮＤ ＡＲＤ（ＶＢＡ）、ＣＳ検定（表計算２級）

定員１３名

　　　　　　　上記の職業訓練施設見学を随時行っています。
　　　　　　　訓練施設担当者から訓練内容等について聞いていただくことができます。
　　　　　　　※ご希望の方は、ハローワークまでお申し込みください。

２０名

現在募集中の職業訓練のご案内 興味のある方は、お気軽に窓口にてご相談ください

訓練期間
４月～１年間、又は２年間

長期高度人材育成コース　　　【公共職業訓練】
≪訓練場所：長岡市、上越市、新潟市の各専門学校≫

募集期間
～３月上旬まで

主な訓練コース：　介護福祉士、保育士、応用情報技術者、調理師、美容師、その他
定員　コースにより

５～１０名

10:00 ～ 11:00 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　会議室 定員：

3 月 24 日 ㊋ ジョブカード活用セミナー
「ジョブカード」について　＊就職活動のポイントを踏まえた活用方法について

13:00 ～ 14:30 会場： ハローワーク十日町　２Ｆ　相談室
対象：１５歳～３９歳の無業

で就職希望の方
14:30 ～ 15:20 職業相談（予約制）

「十日町・津南 就職ガイダンス2021」の開催は中止となりました。

令和2年3月19日（木）にクロス１０十日町で開催を予定しておりました「十日町・津南 就職
ガイダンス2021」は、新型コロナウイルス感染症の状況等をふまえ、中止となりました。
急なご連絡となり大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上
げます。

◆参加するには、申込みが必要となります。電話等によりお申し込みください。

より良い就職を実現するためのセミナー等

3 月 18 日 ㊌ 長岡サポステ出張相談会（説明及び職業適性検査）

親の介護が負担、借金が減らない、眠れない・・・など、 

一人で抱え込まずご相談ください。 


